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一般国道276号支笏トンネルは、当事務所から約40㎞（約1時間）離れており、路線の特徴と
して、大型車混入率が高く、観光客ドライバーの多い路線である。そのため、工事規制内での
交通事故のリスクが高く、緊急時等における事務所への第1報を、効率的、迅速かつ正確に伝え
るツールとして、ITの導入を図った。また、通常時の現場管理においても、積極的にITを活用
し、効率的に現場管理を行っている工事事例について報告するものである。
キーワード：遠隔地にある現場、緊急時の第1報、情報伝達のIT化、管理業務の効率化

1. はじめに
『一般国道 453 号 千歳市 支笏防災外一連工事』は 2 つ
の工区を有している。
① 支寒内工区:一般国道 276 号支笏トンネル(L=998m)
のトンネル補修(空洞充填、漏水対策、舗装補修
等)
② 幌美内工区:一般国道 453 号支笏湖畔北側における
土砂防護柵設置
本工事は、施工箇所が図-1 のとおり遠隔地にあり、
また、施工箇所が点在する工事であったため、緊急時等
現場管理における第１報が大事であり、迅速かつ正確な
状況を把握し、如何に速やかに報告することが重要課題
であった。
支笏湖畔は、新千歳空港や札幌市近郊に位置しており、
観光客ドライバーが多く、大型車混入率が高く、現場管
理として第 3 者における交通事故が懸念された。
その他にも労働災害、死傷公衆災害、物損公衆災害、
社会的問題事故、自然災害の発生しやすい地理条件など
も懸念された路線である。
そこで、著者らは、本工事での現場からの「第 1 報」
の迅速性かつ正確性の課題を解決するためタブレット端
末を利用し、視覚的な事故概要を速報で伝えることで、
早期に「重大性・緊急性の判断」及び「事故のキーワ
ー」が把握でき「いつ、どこで、誰が、どうした、その
後の対応」などにつながるツール・手法を検討した。ま
た、日々の現場管理業務における立会や段階確認などの
省力化・効率化についても併せて検討を行った。

図-1 現場位置図

2. 緊急時の対応での問題点と対処
(1) 問題点（受注者の視点）
交通事故の発生等緊急の事態が支寒内工区で発生した
場合は、現場の工事担当者から、現場代理人、監督員へ
の電話による第１報を行い、道路事務所及び現場作業所
からの指示、伝達をして必要な処置を行う。第 2 報は、
現場代理人等が現場作業所において現場の工事担当者と
の電話による情報を元に簡易的な報告書を作成して道路
事務所にメールする。同時に現場作業所、または幌美内
工区より受注者の現場担当職員を発生現場に急行させる。
第 3 報では正確な情報を写真等含めて報告するため
応援に来た受注者の現場担当職員の到着を待って、現場
の工事担当者が一度現場作業所に戻り、写真や詳細な情
報を現場代理人に提示して報告書を作成し、道路事務所
に提出する。図-2 は上記の作業の工程と概ねの所要時
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間を示したものである。この場合、現場作業所から現場
まで片道 20 分かかる当該工事では、最低１時間半の時
間を要する事となる。

図-3 タブレット端末を利用した事故発生時連絡工程図

以下各手順について、それに使用するタブレット端末
の利用について説明する。

図-2 事故発生時連絡工程図

(2)対策
当該工事箇所は、山間部に位置するものの、通信環境が
整っていた。当該工事ではタブレット端末を用いて、現
地から直接情報の授受を行えるようにすることで、移動
時間によるロスをなくし、現場作業所から情報を FAX や
メールで行うより迅速かつ正確に行えるようにした。
今回、緊急事態発生時に円滑に対応できるよう、連絡
工程図のフロー(図-3)のとおりで手順を作成し試験的に
実地訓練を行った。

a)

事故発生

b)

第1報・・・事故発生の第1報を、タブレット端末に
て、インターネット電話サービスの同時通話機能
(グループ通話機能)を利用し、道路事務所、現場作
業所、現場の工事担当者間で報告・連絡を行い、事
故状況の把握と対処について協議して必要な現場対
応を行う（写真-1）。

千歳道路事務所
被災現場(想定)

現場作業所

写真-1 同時通話の様子
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c)

第2報・・・現場状況を正確に把握するために、時
系列報告及び位置情報や写真等の報告を、現場担当
者のタブレット端末のショートメールサービス(以
下:SMS)、手書き書類作成アプリケーション(以下:
手書きアプリ)やファイル転送機能を利用して現場
で直接行う。図-4,5はその際にやりとりしたSMSの
記載内容の一部と現場の工事担当者から直接メール
された事故速報である。

訓 練

図-6 転送された写真(グループで共有される。)

図-4 SMSによる会話記録と転送された写真

(3)効果の検証
事故の程度などで変動があると思われるが、タブレッ
ト端末を利用した場合、通常と比べて 65 分(約 1 時間)
短縮することができた。図-7 は、緊急時の報告・連絡
対応時間について、通常の場合とタブレット端末を利用
した場合ついて比較したものである。

図-7 時間比較図

また、移動時間を短縮できるだけでなく、SMS や手書
きアプリを使用することで、書類の作成や必要情報の提
出においても効率的に行えることが確認できた。以上の
ことから、タブレット端末を実際に使用した訓練を通じ
て、変化する現場状況をリアルタイムに報告・記録する
手段として、有効利用できることがわかった。

図-5 「手書きアプリ」で作成された事故速報

d)

第3報・・・前述のSMSによる時系列報告、対処及び、
随時転送される写真等のデータをもとに詳細な事故
報告書を現場作業所にいながら、リアルタイムで作
成しメールで送信する。図-6は転送された写真がタ
ブレット端末上に表示された画面であり、写真等の
データは道路事務所、現場作業所で共有して保存さ
れる。

3. 通常時での現場管理の工夫
前述のとおり、当該工事箇所及び現場作業所は道路事
務所から遠隔地にある。このことは通常時の管理業務に
おいても大きな問題点の一つである。また、緊急時にお
いて効果を発揮しうるタブレット端末についても日頃か
ら使いこなせなければ、イザという時の動作に支障をき
たす恐れもある。 それらの問題を解決するため、当該
工事では、通常時の現場管理において積極的にタブレッ
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ト端末を有効活用した。その内容は(1)立会・確認業務
の効率化、(2) 管理・保管文書の携帯化、(3)インター
ネット回線を使用しての、現場や移動先での情報の収集
や ASP の使用である。以下、その利用状況について報告
する。
(1) 立会・確認業務の省力・効率化
a)問題点
今回の工事はトンネルの空洞化対策として、エアモル
タルの注入を行うものであったが、施工は不可視部分の
施工であるため、日々変動する注入量の確認や注入時の
リーク確認及び、トンネル内周辺の漏水などの変状の確
認を随時行う必要があった。通常では現地に向かい確認
を行うところであるが、現場まで片道 1 時間以上かかる
ため、ロスが大きく、他現場の管理業務にも影響がでる
ことが懸念された。
b)対策
現場状況の報告は時系列で随時記録していける SMS を
利用して、現場状況の変動に対し迅速に対応できるよう
にした。データや写真等の日々の品質管理記録について
は、データ量が大きいため、ここでは図-8 概要図が示
す通り、インターネット経由で大量のデータを保存し、
指定した端末間で共有できるクラウドストレージサービ
スを使用して、現場でのデータの入力や、工事写真や動
画の撮影をタブレット端末で直接行うことで、データの
更新や視覚的な情報が道路事務所及び現場作業所・施工
現場間でリアルタイムに確認できるようにした。

図-9 共有データの画面（写真や動画他書類等）

c) 効果の検証
(道路事務所監督員の感想) 現場状況の確認における
SMS の利用については図-10 での監督員と現場代理人及
び工事担当者とのやりとりを見てわかるとおり、問題の
発言について直ぐ報告し、確認してもらい、対処できた
ため、現場の進行を妨げることなくスムーズに進めるこ
とに大変効果があった。

図-10 SMS の表示画面

(現場代理人の感想)クラウドストレージサービスを利
用したデータの共有や入力作業は、注入量やリーク確認
が随時更新されるため、正確な現状の把握を行うことが
できた。また、写真-2 のようにエアモルタル注入開始
前の品質試験等を毎日、写真や動画にてリアルタイムで
確認できることから、通常朝の 8:00 に現場に移動して
行わなければならない管理業務を、現場作業所にいなが
ら現場に臨場するのと変わらぬ状況で確認ができたため、
非常に効果的であると感じた。

図-8 データの共有の概要図

図-9 はクラウドストレージサービス内で保存、共有
されたデータの分類画面をタブレット端末で表示したも
のである。

エアモルタル注入前品質試験

注入前 0 ｾｯﾄ確認

写真-2 エアモルタル品質管理写真
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また、現場常駐の工事担当者からもデータ入力や集計
等、現場作業所に戻って行う業務が軽減されたと好評で
あった(写真-3、図-11)。

写真-3 データ入力状況

図-11 データ入力画面

以上のとおり、現場に臨場しなくても、正確で信頼性
のある情報を得ることができるため、現場管理に係るロ
スを大きく軽減することができた。
(2) 管理・保管文書の携帯化
往来までは設計図書は紙ファイルにして持ち歩き、共
通仕様書や監督実務要覧などは道路事務所で確認するが、
今回はタブレット端末とクラウドストレージサービス、
PDF 閲覧ソフトを使用することで、以下の文書を電子化
して、時間や場所を選ばず確認できるようにした。格納
した書類、文書は以下の通り。
a) 設計図書（図面、設計書、特記仕様書）
b) 施工計画書
c) 道路・河川工事仕様書
d) 監督実務要覧
e) 道路設計要領
f) 数量算出要領
g) 安全施工マニュアル
h) 他工事参考文献等
以上すべてを紙で換算すると、5,000頁以上の枚数が
図-12、13のようにタブレット端末内で整理して格納さ
れ、容易に閲覧できるため、管理業務のスピードアップ
が図れるとともに、紙資源の使用を大幅に減らすことが
できた。

図-13 設計図表示画面

その他、必要に応じて工事に関する説明資料等を
格納することで、外部機関の現場視察や工事見学会で
の説明やプレゼンを現場で確認しながら行うことがで
きた(写真-4)。

写真-4 左写真 坂所長の現場立会
右写真 寒地土木研究所の現場視察

工事受注者においては工事に入場する、各社の名簿や
作業員の新規入場時に記載される個人情報等を、タブレ
ット端末及び使用ソフトによるスキャン機能を利用して
格納・閲覧できるようにすることで、現場や出先での緊
急時の対応を迅速化できるようにした。現場事務所で保
管している原本については、施錠した場所に格納して、
個人情報の漏えいを防止した(図-14参照)。

図-14 新規入場時の個人情報
図-12 格納した書類一覧画面
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(新規入場者アンケート）

(2) インターネット回線を使用した、現場や移動先で
の情報収集や ASP の使用
これは、普及が拡大しているスマートフォンでも可能
なことであるが、図-15 のように使用するタブレット端
末の画面上にショートカットを作成し、すぐに必要情報
が取得できるようにして、天候や道路状況の変化に迅速
に対応できるようにした。

図-15 タブレット端末のショートカット表示画面

当道路事務所で活用している、ASP についても、使用
するタブレット端末の画面上にショートカットを作成し
（図-16）現場でのちょっとした空き時間や現場作業所
での打合せ時に閲覧、登録ができるようにした。その結
果、段階確認の登録、承認業務の効率化に繋がった。情
報の取得などについてはスマートフォンでも対応できる
が、ASP 等の利用についてはタブレット端末のような大
画面の方が適しているのではないかと考える。
以上の他に、スケジュール管理や名刺管理等で利用し
ている関係者もいた。

一定の準備期間や慣れが必要であること。③ 当該工事
のようにタブレット端末を利用するためには、通信環境
が整っていることが前提となるため、現状では使用でき
ない現場環境も未だ多くあること。以上が課題として考
えられる。

6. あとがき
当道路事務所は、平成 26 年 9 月 11 日支笏豪雨災害の
管轄事務所であった。今回の大雨は、規模が大きく広範
囲であった。そのため災害箇所は路線約 30 ㎞にわたっ
ており、現状把握等困難であった。一方、当該工事にお
ける現場作業所は、被災箇所内に位置していた。災害当
時、現場作業所では、各現場の安全確保のためのパトロ
ール等を実施しつつ、現場以外の被災状況などについて
もタブレット端末を利用し、当道路事務所に情報提供し
続けた。タブレット端末から送られる迅速かつ正確な写
真等の情報により、正確な被災状況を把握することがで
きた。また、地域住民からの問合せが現場作業所に届い
た際にも、適宜道路事務所監督員とスムーズな対応をす
ることができた。結果、支笏湖周辺の交通解放後、地域
住民より迅速かつ適切な対応に対し、驚きと感謝の言葉
をいただくこととなった。図-17 は交通解放の際、地域
住民等から寄せられたメールの内、一部を抜粋したもの
である。

図-17 メール文献

図-16 タブレット表示画面

5. タブレット端末使用における課題
① 今回は施工業者からの貸出による端末器のため、
携帯端末間でのデータのやりとりや閲覧については問題
ないが、道路事務所使用のパソコンとクラウドストレー
ジサービスとの直接のデータ移動は情報漏えいの問題が
あること。 ② 今回初めて導入したが、タブレット端末
の取扱いや使用ソフトの選択に試行錯誤を繰り返したた
め、上記業務を円滑に使用できるようにするためには、

今回の災害で再認識したことは、情報の収集や指示の
伝達を如何に迅速に、正確に行うことの重要さである。
タブレット端末を今回利用して、施工箇所が点在し、道
路事務所から現場までの時間がかかる施工箇所、また、
維持管理業務や今回の災害対策等、移動しながらの業務
が主体となる工事では特に、管理業務の効率化やスピー
ドアップを図ることに対して非常に有効な手段であり、
移動にかかる時間ロスを軽減することや車両の燃料、印
刷にかかる紙の削減等、環境対策としても寄与すること
が分かった。今後はさらに普及が見込まれることや、さ
らには遠距離間での電子会議を行うことも可能であると
考えられる。今後ともタブレット端末使用における課題
を認識しつつ、タブレット端末等の IT を活用し、「第
1 報」に関する時間・距離の課題克服に努めて参りたい。
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